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第４章 分野別構想第４章 分野別構想

１．土地利用１．土地利用

1-1.土地利用に関する現状と課題

本市では、人口・世帯数の減少、少子高齢化が進行しており、今後さらに深刻化することが考え

られます。一方で、白地地域における市街地の農業地域への拡大、市街地内における低未利用地が

多く見られます。

そのため、今後の土地利用においては、市街地の農業地域への拡大の抑制、市街地内の低未利用

地の有効活用、規制の緩和・強化によるメリハリのある土地利用を進めていくことが重要であり、

人口・世帯数の増加を前提として進めてきた土地利用から、「人口減少、高齢社会に対応したコンパク

トな土地利用」へ方向転換を図る必要があります。

また、日常生活の利便性を確保して市民が暮らしやすい都市を形成すること、本市の特徴である交通

利便性を活かして都市の活力を向上させることを十分考慮し、コンパクトな土地利用とともに持続

可能な都市の形成を図る土地利用が必要です。

1-2.土地利用の基本方針

人口減少、少子高齢社会に市民が暮らしやすく、持続可能な都市を実現する人口減少、少子高齢社会に市民が暮らしやすく、持続可能な都市を実現する

（１）コンパクトな都市を実現する土地利用

農業地域の都市的土地利用を防ぎ、コンパクトな都市づくりを着実に進め、効率的な都市経営

を図るため、都市計画区域全体を対象に土地利用マネジメント※を行い、高密度なゾーン、低密

度なゾーン、店舗面積による立地規制ゾーン、農地を保全するゾーンを適切に配置します。

（２）市民の暮らしやすさを創出する土地利用

人口減少、少子高齢社会に対応した都市づくりを進めるため、市民の日常生活における利便性

の向上、移動しやすさなどに配慮したゾーン、ゆとりをもって豊かに暮らせるライフスタイルを

実現するゾーンを配置するなどの土地利用を行います。

（３）都市の活力を生み出す土地利用

既存の都市基盤を有効に活用し積極的に都市の活力を向上させるため、滝川駅や街路等の関連

都市基盤を活用して中心市街地の活性化を図り、同時に広域道路網を形成している主要幹線街路

等を活用し、日常生活や近隣の利便性を提供できる商業地、また、地域産業の育成や広域的な流

通関連産業の立地等に活用できる業務地を適正に配置するなどの土地利用を行います。

※
土地利用マネジメント：都市計画法に規定されている用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域指定、地区計画などを活用し、土地利

用の密度、用途、容積、店舗面積などを管理する。
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1-3.住・商・工（用途地域内）の配置方針

1-3-1.住宅地

（１）基本的考え方

都市幹線街路沿道に日常生活を支える高密度な生活利便ゾーン（店舗、診療所、教育施設等の

公共施設、共同住宅等）、その他の地域にゆとりある低密度な居住ゾーンを配置し、コンパクト

な都市づくりの推進と暮らしやすさの向上を図ります。

（２）配置方針

①商店街を中心とした良好なコミュニティ形成や歩いて便利に暮らせる環境を重視した「街なか

居住ゾーン」を位置づけます。

・中心市街地（中心市街地活性化基本計画の対象エリア）のうち、JR滝川駅周辺の土地利用を

見直し、都市機能の集積を活かし、高齢社会に対応した歩いて暮らせる利便性の高い街なか居

住を促進する。

②日常生活における利便施設（小規模店舗、診療所、コミュニティ施設、教育施設等の公共施設

など）や共同住宅等が集積した高密度な「日常生活利便ゾーン」を位置づけます。

・滝川市街地の主要幹線街路、都市幹線街路沿道、江部乙市街地の主要幹線街路（国道12号）

沿道は、日常生活の利便施設を集積し、共同住宅等の高密度な住宅の立地促進により高密度化

と生活利便性の向上を図る土地利用とする。

・ＪＲ東滝川駅周辺は、日常生活の利便施設を集積し、既存住宅地の維持や共同住宅の立地によ

り、集約化と生活利便性の向上を図る土地利用とする。

・中島町、花月町、空知町などの滝川市街地南部は、近年まで人口の増加が見られていることか

ら、今後の動向を踏まえて日常生活利便ゾーンの位置づけを検討する。

③①、②以外の地域は、原則として、低層住宅及び低密度な中層住宅を中心とした「低密度居住

ゾーン」として位置づけます。

【中高層住宅を主体としたゾーン】

・滝川市街地の都市幹線街路（環状線）外側沿道は、現状の土地利用を基本としながら、一定

の日常利便性が確保された暮らしやすい住宅地とする。

・都市幹線街路（環状線）内側および中心市街地周辺については、街なか居住の促進に配慮し

て、より利便性の高い住宅地とする。

・幸町の工業地域のうち、住宅地としての利用が中心となっている地域は住居系土地利用に見

直し、一定の日常利便性が確保された暮らしやすい住宅地とする。

【低層専用住宅を主体としたゾーン】

・滝川市街地、江部乙市街地、東滝川市街地の市街地外縁部は、ゆとりある暮らしを守る住宅

市街地の形成を図る。

・中島町、空知町の地区計画が設定されている区域については、今後も低層住宅地として良好

な住宅市街地の形成を図る。
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1-3-2.商業地

（１）基本的考え方

ＪＲ滝川駅、滝川駅前バス乗降場、ベルロードを含む中心市街地（中心市街地活性化基本計画

の対象エリア）に都市機能拠点、主要幹線街路沿道に近隣生活利便ゾーンを配置し、都市的な生

活利便性と地域活力の向上を図ります。

（２）配置方針

①中心市街地は、都市の中心的な商業機能のほか、行政、医療・福祉、交流、文化等の中心とな

る「都市機能拠点」として位置づけます。

・ＪＲ滝川駅、滝川駅前バス乗降場、ベルロードを含む中心市街地（中心市街地活性化基本計画

の対象エリア）は、商業地域範囲の厳密化を図り、商業機能のほか、公共機能等の都市機能を

集積するなど、都市の拠点地域としてにぎわいを創出できる土地利用とする。

②主要幹線街路沿道を中空知圏住民も視野に入れた「近隣生活利便ゾーン」として位置づけ、役

割の強化を検討します。

・国道12号沿道の商業系地域は、既存商店街を活かして商業活性化を図り、中心市街地の商業

機能を補完して、都市の生活利便性を向上する土地利用とする。

・国道38号と国道12号滝川バイパス交差点周辺は、都市幹線街路沿道の現状の商業利用を踏

まえ、都市の生活利便性を高める土地利用とするとともに、交通利便性の高い地域特性を活か

し、中空知圏も視野に入れた生活利便性向上のための土地利用とする。

・江部乙駅周辺は、道の駅と連携して地域交流を促進するとともに、既存商店街の商業機能の向

上など、地域交流機能と近隣の生活利便性を高める土地利用とする。

（３）店舗等・大規模集客施設の適正配置方針

①基本的考え方

広域商業機能、都市拠点機能の強化のため、また、都市の活力向上、日常生活の利便性向上等

のため、大規模集客施設や店舗等の適正な立地を図ります。

②配置方針

ア）床面積１万㎡を超える大規模集客施設※は、都市機能拠点に立地を図る。

※都市機能拠点のうち、にぎわいゾーンについては、今後の土地利用の方向性を踏まえて、

大規模集客施設の立地の制限を行う

イ）床面積１万㎡以下の店舗等は、商業を主とする地域である近隣生活利便ゾーンに立地を図

る。

※国道38号と国道12号滝川バイパス交差部周辺の工業地については、現状の商業的な

土地利用を踏まえて近隣生活利便ゾーンと一体とみなすが、今後の動向により、適切な

店舗等の立地、または、規制を図ることとする

ウ）専門店、日用品スーパーなどの床面積3,000 ㎡以下の店舗等は、都市の生活利便性の向

上を図る日常生活利便ゾーンと中心市街地周辺の低密度居住ゾーン１（中高層）を中心に

立地を図る。

※
大規模集客施設：店舗、飲食店、映画館、遊技場等に供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が１万㎡を超えるもの
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エ）その他の住宅地のうち、主要な街路沿道には床面積1,500 ㎡以下の食品スーパー等の近

隣店舗等、それ以外は床面積500㎡以下のコンビニエンスストアなど日常生活の利便性

を確保するための小規模な店舗等のみとし、住宅地の性格に応じて立地を図る。

オ）工業地は、事業を営むために必要な床面積1,000㎡以下の小規模な店舗等の立地を図る。

※国道12号滝川バイパス沿道の用途地域の指定のない区域については、沿道サービスに

限った店舗等の立地のみを許容する

カ）用途地域外の地域は、店舗等・大規模集客施設一切の立地を制限する。但し、農業関連施

設については除外する。

※花・野菜技術センター周辺（北海道立畜産試験場跡地）の土地利用については、現在、

土地の有効活用について検討中であるため、関係機関と調整の上、今後の動向により適

正な土地利用を誘導する

③具体的手法

用途地域の適正な設定による規制に加え、用途地域内については特別用途地区、用途地域外に

ついては特定用途制限地域※など、店舗等の面積別の立地規制を図ります。

図 4.1 用途地域による店舗等の規制面積一覧表（現行と今後の方針）

※
特定用途制限地域：用途地域が定められていない土地の区域内において、その良好な環境の形成や保持のため、その地域の特性に応じ

て合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要が定められる地域のこと。
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◆現況の立地規制図
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◆店舗等・大規模集客施設の適正配置方針図
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1-3-3.工業地

（１）基本的考え方

既存工業団地や流通業務地の低未利用地を有効に活用するとともに、４車線道路の交通利便性

を活かした新たな地域産業用地の創出により、都市の活力向上を図ります。

（２）配置方針

①既存の工業地域を「既存工業・流通業務地」として位置づけ、既存工業の維持、有効活用を図

ります。

・幸町の工業地域のうち、住宅地としての利用が中心となっている地域については、住居系土地

利用に見直しを図る。

・中空知流通関連団地については、特別工業地区（特別用途地区による規制）として位置づけ、

今後も工業・流通関連業務の円滑な立地を促進する。

・泉町の工業地域については、研究研修地区（特別用途地区による規制）として位置づけ、今後

も研究開発施設等を中心とした土地利用を図る。

・国道38号と国道12号滝川バイパス交差部東側の準工業地域については、現状は商業・工業

が混在している状況となっていることから、今後の動向により適切な土地利用の検討を進める。

・その他の工業地域については、既存工業の維持、新たな工業の誘導などに有効に活用できる土

地利用とする。

②今後の動向を踏まえ、４車線道路の交通利便性を活かした「新たな地域産業用地」の位置づけ

を図ります。

・中空知流通関連団地については、現状の分譲率が９割を超えていることから、今後の需要動向

により、国道38号沿道に新たな工業・流通関連業務地としての土地利用を図る。

・滝川中央工業団地については、今後の需要動向により、国道12号沿道に工業関連業務地とし

ての新たな土地利用を図る。
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◆土地利用方針図
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1-4.農村地域（用途地域外）の保全方針

（１）基本的考え方

農地の保全に関しては、農業関係法令（農地法並びに農業振興地域法）に基づき行われていま

すが、農用地区域から除外した場合、農地転用を繰り返した場合などでは、実質的に農地の保全

が困難になることがあります。そのため、都市計画関係法令に基づく特定用途制限地域を配置し、

農業地域における開発の抑制を図ることにより優良な農地を保全します。

（２）配置方針

①優良な農地を保全し、農用地の除外等により将来的に都市的土地利用が発生した際に農業地域

における開発を抑制するため、「田園地域（農用地・農業振興地域）」（特定用途制限地域に

よる規制等）を配置します。

・現在農用地区域となっている地域全域については、良好な営農環境を損なわないよう、農業関

連施設以外の土地利用の規制を図る。

②準田園地域周辺の優良な農地を保全し、良好な農村環境に配慮した土地利用を図るため、「準

田園地域（農用地白地・農業振興地域）」（特定用途制限地域による規制等）を配置します。

・現在、農用地の指定がない地域（農業振興地域）において、住居及び農業関連施設以外の土地

利用を制限し、基本的には農地を保全するため、農村景観と調和したゆとりある住宅地として

の最低限の土地利用にとどめる。

・土地利用の需要圧力による農用地除外及び農地転用がなされる可能性がある国道12号滝川バ

イパス沿道については、農業地域における開発を抑制するために、交通利便性を活かした沿道

サービス施設以外の土地利用を規制し、農地の良好な営農環境を保全する土地利用の誘導を図

る。

表 4.1 規制する建築物の用途（例）

地域名 場所 規制する建築物の用途

①田園地域 準田園地域を除く用途地域外の地域 農家住宅、農家関連施設以外の建築物

②準田園地域

国道12号（中央工業団地～江部乙）
沿いの白地地域（ダブル白地地域）

専用住宅、農家住宅、農家関連施設以
外の建築物

国道12号滝川バイパス沿いの白地地
域

農家住宅、農家関連施設以外の建築物、
及び、沿道サービス以外の店舗等

図 4.2 農村環境（稲穂） 図 4.3 農村環境（滝川市内の稲作風景）



- 48 -

◆農村地域の保全方針図
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1-5.今後の土地利用の適正化方針

1-1～1-4に示した今後の土地利用方針の実現に当たっては、可能なものについては早期の実現を

図ることとしますが、早期の実現が困難な場合には、社会経済情勢の変化、市民の利害への配慮、転

換期を迎えている都市計画行政の動向などを踏まえ、段階的に適切に進めていくものとします。

都市計画マスタープラン策定（平成２１年度～平成２２年度）

第１回目の土地利用見直し（平成２３年度～平成２４年度）

○用途地域、準田園地域、田園地域など

第２回目以降の土地利用見直し（平成２５年度～） ※必要に応じて適宜見直し

○地区計画、景観計画など
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２．コンパクト化２．コンパクト化

2-1.都市のコンパクト化に関する現状と課題

本市は、滝川市街地、江部乙市街地、東滝川市街地の３つの市街地が主要幹線街路で結ばれて一

つの都市を形成しています。

そのうち、滝川市街地では、人口減少や経済状況の変化などにより、拠点となる中心市街地の空

洞化や郊外部における都市の拡散が見られます。江部乙市街地では、一定程度の都市機能を備えて

いるものの、滝川市街地に依存する機能が多く、特に、市街地外縁部の高齢者が移動や生活に不便

を感じています。東滝川市街地は、昭和50～60年代にかけた市営東栄団地、ニュータウンこす

もすなどの住宅供給により同世代が一斉に居住したため、住民の急速な高齢化や人口減少が懸念さ

れています。

以上を踏まえ、本市における「エコ・コンパクトシティ」の実現のために、都市機能が集積した

中心市街地の拠点機能の強化を図るとともに、これまで拡散的に広がった市街地を、３つの市街地を

中心として戦略的にコンパクト化を図る必要があります。また、３つの市街地のコンパクト化を進める

際には、市街地間のネットワーク化により一体的な都市の形成を図り、さらに、各市街地が抱える地

域課題を踏まえたコンパクト化を進めることが重要です。

2-2.コンパクト化の基本方針

都市機能拠点と３つのコンパクトタウンの形成、ネットワーク化都市機能拠点と３つのコンパクトタウンの形成、ネットワーク化

（１）中心市街地の拠点機能の強化

都市の拡散による空洞化が見られ、活力低下が懸念される中心市街地の再生・活性化を図り、

「エコ・コンパクトシティ」の核としての役割を担うため、中心市街地活性化基本計画との連携

のもと、都市機能の集約、街なか居住の推進などによる歩いて暮らせるライフスタイルの実現、

都市の中心地として市民の活動拠点の再構築を行います。

（２）３つのコンパクトタウンの形成

滝川市に適した「エコ・コンパクトシティ」の実現のため、３つの市街地のコンパクト化を図

り、３つの「コンパクトタウン」を形成します。それぞれのコンパクトタウンは一定程度の自立

性を保ちながら、地域の特性を活かしたライフスタイルを市民に提供します。また、既存の空き

地・空き家及び今後発生する空き地・空き家を適切に活用し、コンパクトタウンにおける暮らし

やすさと魅力の向上を図ります。

（３）コンパクトタウン間のネットワーク機能の強化

３つのコンパクトタウンは、それぞれの特徴を活かしながら相互に影響しあい、一体となった

都市づくりを進めていきます。そのため、３つのコンパクトタウンを結ぶ主要幹線街路を活用し、

通行性の向上、公共交通機関の利便性向上など、ネットワーク機能の強化を図ります。
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2-3.都市機能拠点（中心市街地）の整備方針

（１）基本的考え方

既存の都市基盤を有効に活用して都市の拠点性を向上するとともに、職住近接型の徒歩圏で利

便性の高い暮らしを実現し、にぎわいと魅力のある地域づくりを進めます。

そのため、今後は現状の商店・飲食店、居住、交流、官公庁、福祉、事業所、歴史資源を適切

に再配置することにより都市機能の集約化を図り、中心市街地活性化基本計画※並びに都市再生

事業※基本構想（駅周辺事業含む）などと連携して各種事業を円滑に進めます。

（２）整備方針

①商店・飲食店街ゾーン

既存の４商店街（大通、銀座、鈴蘭、駅前）を中心として市民活動の活性化を図ります。

②にぎわいゾーン

三楽街地域を中心として、飲食店等の集積を活かしたにぎわいの創出を図ります。

③交流ゾーン

ＪＲ滝川駅と栄町３－３地区を結ぶ鈴蘭通を中心とし、他の都市機能との連携や、市民活動に

より、来訪者の交流を促します。

④居住ゾーン

中心市街地エリアの中で街なか居住の推進を図り、他の都市機能と連携して「歩いて暮らせる

居住環境」を形成します。

⑤交通結節ゾーン

市内各所を結ぶ交通結節点であるＪＲ滝川駅周辺とし、活発な交流を促す機能を強化すること

により、市民、市外の来訪者等による多様なコミュニティを形成します。

⑥公共公益ゾーン

これまで進めてきた官庁街の形成を踏まえ、市役所をはじめとした既存の官公庁施設の集積を

活かし、さらなる機能向上、利便性向上、集約化を進めて市民生活の利便性向上を図ります。

※
中心市街地活性化基本計画：中心市街地の活性化のため、基本方針・目標・実施事業などを定めたもので、本市は、平成20年3月に認定を

受けた（平成 25 年３月に期間満了）
※
都市再生事業：都市再生緊急整備地域内における都市開発事業（都市における土地の合理的かつ健全な利用及び都市機能の増進に寄与

する建築物及びその敷地の整備に関する事業のうち公共施設の整備を伴うもの）で、事業を施行する土地の区域の面積が 1ha 以上のもの。当

事業については、全体事業費が多額となったため、現在凍結中である
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⑦福祉ゾーン

既存の福祉施設等の集積を活かし、福祉・交流機能を備えた高齢者マンション等の立地を促進

するなど、他の都市機能と連携して「高齢者等が歩いて暮らせる居住環境」の形成を図ります。

⑧事業所ゾーン

中心市街地の活性化を図る重要なゾーンとしてとらえ、今後も事業所の集積を図るとともに、

商店・飲食店街ゾーン、交通結節ゾーンとの連携による回遊性向上等により、中心市街地の活性

化を図ります。
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◆都市機能拠点（中心市街地）の整備方針図
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2-4.コンパクトタウンの整備方針

2-4-1.滝川市街地

（１）現状と課題

滝川市街地では、これまで人口増加を前提とした都市づくりを進めてきましたが、現在は、人

口が減少する中で都市の拡散が起きており、拠点となる中心市街地の空洞化や郊外部における農

業地域への市街地の拡大が見られます。

中心市街地の空洞化による空き地・空き店舗の発生、来訪者の減少は、重点的に整備を進めて

きた都市基盤や生活基盤を有効に活用できなくなり、行財政の非効率を招くことが考えられます。

また、農業地域への市街地の拡大が進めば、行政コストの増大を招き、限られた費用の中での十

分な住民サービスの提供が損なわれる可能性があります。

そのため、今後は、中心市街地の拠点性強化、計画的な市街地のコンパクト化を進めるなど、選

択と集中を基軸とした施策の実施により、効率的な都市づくりが必要です。

図 4.4 滝川市街地

（２）基本的考え方

滝川市街地は、都市機能拠点と都市幹線街路（環状）に集約化を図り、都心機能と多様な都市

機能を兼ね備えた「都心再生・複合機能型のコンパクトタウン」「都心再生・複合機能型のコンパクトタウン」の形成を図ります。
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（３）整備方針

①都市機能拠点の強化を図ります。

※「2-3．都市機能拠点（中心市街地）の整備方針（P51～P53）」による

②都市幹線街路（環状を中心として）沿道に生活利便施設等の集約化を図ります。

・生活利便施設、共同住宅の立地誘導（土地利用の緩和等）

・都市幹線街路の公共交通の利便性向上、自転車・歩行者ネットワークの形成

③都市幹線街路沿道にコミュニティ拠点を配置し、コミュニティ街区内のアクセス性、生活利便

性の向上を図ります。

・都市幹線街路沿道へのコミュニティ関連施設の移転、整備等

・自転車・歩行空間の整備

・低密度化に応じた新たな住宅地のあり方の検討

・空き地の活用（例：コミュニティスペース、花壇、市民農園、堆雪スペース等）

・空き家の活用（例：地域サロン、子育て支援、高齢者支援の地域拠点、小規模な福祉サービス

拠点等）
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2-4-2.江部乙市街地

（１）現状と課題

合併により滝川市となった江部乙市街地は、もともとは１つの町であったことから、商店街を

含め日常生活にかかる必要な機能を一定程度備えています。しかし、滝川市街地に依存する日常

生活利便施設も多く、市街地縁辺部の高齢者の暮らしに不便が見られます。また、今後、人口流

出が懸念され、商店街の空き店舗、市街地の空き地・空き家の発生、また、さらなる高齢化の進

行により地域コミュニティの崩壊も懸念され、地域を維持する行政コストの非効率を招くことも

考えられます。

そのため、今後は地域（コンパクトタウン）の集約化により活力を維持するとともに、豊かな自然

や農村環境を有する特徴を活かした魅力ある居住環境の創出により若い世代の移住を促進するな

ど効果的な施策の実施により、地域のコミュニティの維持を図る必要があります。

図 4.5 江部乙市街地

（２）基本的考え方

江部乙市街地は、江部乙駅周辺の商店街、主要幹線街路（国道 12号）沿道に集約化を図り、丸

加高原をはじめとした豊かな自然環境や農村環境を活かした「「田園田園・・農村型のコンパクトタウン農村型のコンパクトタウン」」

の形成を図ります。
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（３）整備方針

①江部乙駅周辺の商店街、主要都市幹線街路(国道12号)沿道に生活利便施設等の集約化を図ります。

・地域交流拠点（道の駅）を活用した日常利便機能の充実、集約

・既存の福祉施設の集約を活かした高齢者が住みやすい地域づくり

・共同住宅等の立地誘導（土地利用の緩和等）

・市営住宅の移転建替等に関する検討

②周辺の自然環境、農村環境に調和した居住環境を形成します。

・地区計画の活用、花を活かした住宅地景観の整備等による地域特性に調和した居住環境整備

・低密度化に応じた新たな住宅地のあり方の検討

・若い世代の住み替え(図 4.6 参照)支援（住み替え支援制度の活用等）

・二地域居住の促進（都市部住民、農村部の単身高齢者（夏期は農村、冬期は市街地など）等）

・定住・移住促進、農村部の単身高齢者の市街地への住み替え支援

・空き地の活用（例：コミュニティスペース、花壇、市民農園、堆雪スペース等）

・空き家の活用（例：地域サロン、子育て支援、高齢者支援の地域拠点、小規模な福祉サービス

拠点等）

図 4.6 若い世代の住み替えのイメージ

住み替え
住み替え

リフォーム

高齢者の持ち家

街なかのマンション等 アパート等

若い世代が持ち家借用、または、取得
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2-4-3.東滝川市街地

（１）現状と課題

東滝川市街地は、六戸村と呼ばれた小さな集落として開拓が始まり、農場や牧場の開発により

発展してきました。その後、昭和50～60年代における市営東栄団地、ニュータウンこすもすな

どの住宅供給により、同世代の住民が一斉に居住を始めた地域となっています。そのため、高齢

化が急激な進行や急速な人口減少が懸念され、市街地の空き地・空き家の発生や地域の自治会活

動などが困難になることが想定されます。

そのため、今後は地域（コンパクトタウン）の集約化により活力を維持するとともに、居住地とし

て整備された良好な居住環境を維持し、若い世代の移住や多世代型の居住を促進するなど効果的

な施策の実施により、持続可能な地域を構築する必要があります。

図 4.7 東滝川市街地

（２）基本的考え方

東滝川市街地は、東滝川駅周辺から主要都市幹線街路（国道 38 号）沿道に集約化を図り、周辺

の農村環境や区画整理により整備された良好な居住環境を活かした「ゆとり居住型のコンパクト「ゆとり居住型のコンパクト

タウン」タウン」の形成を図ります。
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（３）整備方針

①東滝川駅周辺から主要都市幹線街路（国道 38 号）沿道に生活利便施設等の集約化を図ります。

・既存ストックを活かした地域交流拠点の形成

・市営住宅の移転建替等に関する検討

②周辺の農村環境に調和したゆとりある居住環境を保全します。

・地区計画の活用、花と野菜を活かした住宅地景観の整備等による地域特性に調和した居住環境

整備

・低密度化に応じた新たな住宅地のあり方の検討

・若い世代の住み替え支援(図 4.6 参照)（住み替え支援制度の活用等）

・多世代同居、近居の推進（多世代住宅建設・改修支援等）

・空き地の活用（例：コミュニティスペース、花壇、市民農園、堆雪スペース等）

・空き家の活用（例：地域サロン、子育て支援、高齢者支援の地域拠点、小規模な福祉サービス

拠点等）
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2-4-4.未利用地等（空き地・空き家）の活用に向けて

（１）基本的考え方

暮らしやすく魅力あるコンパクトタウンの形成に向けて、積極的に既存及び今後発生する可能

性のある未利用地等活用を検討する必要があります。そのため、未利用地等が発生した場合、経

済的あるいはコミュニティ空間における利用価値を判定し、それに応じた適切な活用を図ること

が重要です。

具体的には、対象となる未利用地等を以下のア）～ウ）の３つに分類し、①～⑦の手法を適切

に選択して※有効な活用を図ります。

【分類】

ア）施設利用や生産活動に供するなどの本来の利用を促すべき土地

イ）公益的な観点や広域的な観点から利用すべき土地

ウ）利用されていない土地の存在により周囲の土地利用に支障が生じており、地域全体として

の適切な土地利用の維持や土地の従前の機能保全を図る観点から、最低限の管理が必要とさ

れる土地

【具体的活用手法】

①都市計画事業の適用

住宅・商業・工業などの土地需要に合わせた土地区画整理事業※・再開発事業等の適用

②都市基盤整備による土地活用

道路・下水道のインフラなどの整備による住宅や商業施設等の立地誘導

③市民の参加による土地の活用

NPO、協議会、町内会などによる産地直売、チャレンジショップとしての活用

④公益施設用地としての活用

大型商業施設等の商業機能・公益機能などの複合施設としての再生、廃止になった学校の自

然体験施設、コミュニティ施設としての活用

⑤レクリエーションの場としての活用

公園・緑地・広場としての活用（定期借地制度の活用、固定資産や都市計画税の免除、土地

管理の負担軽減）

⑥居住環境の改善の場としての活用

コミュニティガーデン等、住民の交流・憩いの場としての活用（例：「あき地の環境保全に

関する条例（北海道早来町）」）

⑦自然環境の保全、創出

生物の生息する自然環境への復元、森林・緑地のコミュニティとしての確保・保有（例：ト

ラスト制度※）

⑧農地としての活用

市民農園（滞在型、通い型）など、農地としての活用や地域内外の交流促進

※
用途地域内の農地の耕作放棄地について、農地で保全する場合は⑦及び⑧、都市的利用の場合は①～⑥。

※
土地区画整理事業：地区内の土地の換地により，公共施設の整備・改善及び宅地利用の増進を図る事業

※
トラスト制度：自然や歴史的建造物の保存を目的に、それらを寄贈・買取などによって入手して保全・管理する制度
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2-5.コンパクトタウンのネットワーク化の方針

（１）基本的考え方

各コンパクトタウンを有機的に結びつけ、一体的な都市を形成するため、道路の走行性の向上、

公共交通の利便性向上など交通環境の改善のほか、情報基盤としての光ファイバーの活用等、ネ

ットワーク機能の強化を図ります。

（２）整備方針

①３つのコンパクトタウンを結ぶ主要幹線街路の走行性向上

・国道12号、国道38号の４車線化について、国に整備促進を要望

・自転車通行空間の整備

②公共交通の利便性向上

・既存バス路線の維持、ダイヤ・路線の見直しに関する要望

・乗り合いタクシー等の新たな交通手段の導入検討

・ＪＲ駅の利便性向上（改築、駅前広場の整備等）

③情報ネットワークの強化

・各コンパクトタウン間の情報量の増大や新たな活性化事業の需要に対応し、光ファイバー等を

活用した情報基盤の整備検討（図書館と図書コーナー・地域文庫の連携、物産やイベントなど

の地域情報の発信、ICT利活用モデル構築事業などの地域活性化策など）

◆コンパクトタウンの形成とネットワーク化の方針図

滝川市街地

ネットワーク強化

滝川市街地が滝川市街地が
江部乙江部乙市街地市街地のの
都市機能を補完都市機能を補完

・中心市街地の都市機能を強化

江部乙市街地

東滝川市街地

・江部乙駅周辺の商店街、
主要幹線街路（国道１
２号）沿道に生活利便
施設等を集約化

・都市幹線街路沿道に生活
利便施設等を集約化

・都市幹線街路を軸として
コミュニティ拠点を配置

・東滝川駅周辺、主要幹線街
路（国道38号）沿道に生
活利便施設等を集約化

ネットワーク強化

・コミュニティ拠点と各コ
ミュニティ街区内のアク
セス性向上により生活利
便性の向上を図る

・周辺の自然環境、農村
環境に調和した居住環
境を形成

・周辺の農村環境
に調和したゆと
りある居住環境
を保全

・道路の走行性向上
・公共交通の利便性
向上

・情報ネットワーク
の強化

滝川市街地が滝川市街地が
東滝川東滝川市街地市街地のの
都市機能を補完都市機能を補完

・道路の走行性向上
・公共交通の利便性向上
・情報ネットワークの強化

田園・農村型のコンパクトタウン

ゆとり居住型のコンパクトタウン

都心再生・複合機能型のコンパクトタウン
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３．居住環境３．居住環境

3-1.居住環境に関する現状と課題

本市では、人口の減少による空き家・空き地の増加、高齢化の進行や世帯規模の変化による住宅

仕様や住宅規模のミスマッチ、建物の老朽化などの問題が見られます。

そのため、今後の居住環境整備においては、高齢者、障がい者、若年世帯等が暮らしやすい住宅スト

ックの形成と、多様なニーズに対応した居住環境の整備を図る必要があります。

また、中心市街地の活性化と連携した高齢者等が暮らしやすい街なか居住、農村環境に調和した

ゆとりある暮らしなど、市民が選択できる多様なライフスタイルを提供するコンパクトな都市づくりへの

対応が必要です。

本市の住宅セーフティネット※として大きな役割を担う市営住宅については、適正な市営住宅の

供給や必要な住宅水準の確保、ライフサイクルコストの低減のため長寿命化が必要です。一方、民間の

既存住宅については、耐震改修の促進、長期優良住宅※の普及など良質な住宅ストックの形成、住生活

における環境負荷低減が求められています。

3-2.居住環境の基本方針

人口減少、少子高齢社会に市民が暮らしやすく、安心して暮らせる居住環境づくり人口減少、少子高齢社会に市民が暮らしやすく、安心して暮らせる居住環境づくり

（１）住まい方が選択できる居住環境の形成

一人一人の市民の暮らしやすさへのニーズに視点をおいて、街なか居住、郊外居住、冬期集住、

二地域居住など、多様なライフスタイルの市民が選択できる居住環境を形成します。

（２）良質な住宅の確保

既存住宅の断熱性、耐震性等の基本性能を向上し、低炭素型社会の形成に寄与する、エネルギー

低減に配慮した住宅の普及など、付加価値が高く良質な住宅ストックを形成します。

（３）住宅困窮世帯が安心して暮らせる公営住宅の維持管理

市民の住生活における住宅セーフティネットの構築のため、住宅の適切な居住水準の確保や福

祉サービスとの連携による高齢者等の生活支援など、適正な公営住宅の維持管理を行います。ま

た、コンパクトな都市づくりに適した団地の再配置を行います。

※
住宅セーフティネット：経済的な危機に陥っても最低限の安全を保障する社会的な制度や対策の一環として、住宅に困窮する世帯に対する

住宅施策。
※
長期優良住宅：長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅。なお、その建築及び維持保全に関する計画（長

期優良住宅建築等計画）を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成 20 年 12 月に交付され、平成

21 年 6月 4日に施行された。

http://kotobank.jp/word/%E5%8D%B1%E6%A9%9F
http://kotobank.jp/word/%E6%9C%80%E4%BD%8E%E9%99%90
http://kotobank.jp/word/%E5%AE%89%E5%85%A8
http://kotobank.jp/word/%E5%88%B6%E5%BA%A6
http://kotobank.jp/word/%E5%AF%BE%E7%AD%96
http://kotobank.jp/word/%E4%B8%80%E7%92%B0
http://kotobank.jp/word/%E4%BD%8F%E5%AE%85
http://kotobank.jp/word/%E4%B8%96%E5%B8%AF
http://kotobank.jp/word/%E6%96%BD%E7%AD%96
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3-3.居住環境の方針

（１）基本的考え方

土地利用の方針に基づき、都市幹線街路沿道の高密度な生活利便ゾーンに高齢者を含めた多様

な集合住宅、その他の地域にはゆとりのある低密度な戸建住宅を誘導するとともに、車を利用す

る郊外居住や、除雪の負担が少なく歩いて暮らせる街なか居住など、多様なライフスタイルに応

じて住まい方を選択でき、都市のコンパクト化を図る居住環境整備を行います。

（２）整備方針

①にぎわい居住ゾーン

中心市街地において、公営住宅や民間共同住宅など中高

層の共同住宅等の高密度な住宅の立地を促進します。中心市

街地活性化基本計画、住生活基本計画に基づいて街なか居

住の推進を図り、高齢者などが歩いて便利に暮らせる居住環

境を形成します。

・滝川市街なか共同住宅建設補助制度

・市営住宅の街なかへの移転、民間賃貸住宅の活用

・街なか居住の普及・支援事業

・街なか居住促進事業

②コンパクト居住ゾーン

滝川市街地の都市幹線街路沿道、江部乙市街地の主要幹

線街路（国道 12 号）沿道、東滝川市街地の主要幹線街路（国

道 38 号）沿道は、公共交通を軸とし、共同住宅等の中高層住

宅を中心とした住宅の立地促進により、公共交通と徒歩を中

心とした生活ができる居住環境を形成します。

・住宅の耐震診断・改修支援（滝川市耐震改修促進計画）

・共同住宅の立地誘導（土地利用の緩和等）

図 4.8 にぎわい居住ゾーンのイメージ

図 4.9 コンパクト居住ゾーンのイメージ
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③ゆとり居住ゾーン

滝川市街地、江部乙市街地、東滝川市街地の市街地外縁部

は、ゆとりある居住環境を保全し、田園環境を活かした居住を推

進し、交通ネットワークの活用により車と公共交通が両立できる

居住環境を形成します。

・中島町、空知町の地区計画の継続

・地区計画の設定

・低密度化に応じた新たな住宅地(図 4.9 参照)のあり方の検討

・二地域居住、定住・移住促進

・住宅の耐震診断・改修支援（滝川市耐震改修促進計画）

図 4.11 低密度化に応じた新たな住宅地のイメージ

④農村居住ゾーン

①、②、③以外の住宅地では、農村環境を保全しつつ、その環

境に調和したゆとりある暮らしを享受できる居住環境を形成しま

す。

・優良田園住宅など

空き地 空き地

空き地 空き地

隣地と一体利用

魅力ある住宅地の形成魅力ある住宅地の形成

休憩スペースとして利用 交流拠点として利用

夏期は緑地とし、冬期は
堆雪スペースとして利用

※借地により、公共的に利用する場合は地域で管理

市内の空き地

ニュータウンせせらぎ

図 4.10 ゆとり居住ゾーンのイメージ

図 4.12 農村居住ゾーンのイメージ
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⑤農村保全ゾーン

優良な農地や森林を主とした地域では、住宅地としての開発の

抑制に努め、農村環境の保全を図ります。

図 4.13 農村保全ゾーンのイメージ
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◆居住環境の方針図
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3-4.市営住宅の方針

（１）基本的考え方

滝川市公営住宅ストック総合活用計画に基づき、計画的に建て替え、維持管理等を実施します。

計画の見直しを行う際には、コンパクトな都市づくりの考え方を踏まえ、３つのコンパクトタウ

ン内の集約化を行う地域に市営住宅の移転建替を行うなど、団地の再配置等を検討します。

（２）整備方針

・街なか公営住宅（駅前団地さかえ）の建設

・滝川市公営住宅ストック総合活用計画見直し時に

おける団地の再配置の検討

・泉団地、東町団地、緑町団地の建替事業

図 4.14 駅前団地さかえ
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表 4.2 滝川市公営住宅ストック総合活用計画における団地別活用プログラム ／資料：滝川市公営住宅ストック総合活用計画

団地別活用プログラム　

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

市 第一 一の坂団地 S54～57
耐４
耐５

142 維持保全 142

黄金町団地 S29 簡平 16 用途廃止 16 0

16 8

20

みずほ団地 H８～12 耐５ 144 維持保全 144

見晴団地 H13・14
耐４
耐５

45 維持保全 45

西５丁目団地 S48・49 簡平 53 用途廃止 53 0

滝の川団地 S50～56
簡平
簡二
耐４

385 維持保全 385

啓南団地 S57・58 耐９ 180 維持保全 180

新町団地 S59 耐４ 18 個別改善 18 18

24 24 24

12 21

20 40

20 28

東団地 S41～45
簡平
簡二

76 維持保全 76

10 10 10 10

14 12 16 16

開西団地 S40～43
簡平
簡二

145 維持保全 145

銀川団地 S63～H3
耐４
耐５

122 維持保全 122

西町団地 H２ 耐１ 6 維持保全 6

江南団地 S42～53 簡平 109 維持保全 109

新興団地 S45～55
簡平
簡二

44 維持保全 16 28

北辰団地 S50～58 簡平 98 維持保全 98

東滝川団地 S53 簡平 7 維持保全 7

東栄団地 S54～58 簡平 43 維持保全 43

第二 見晴特公賃団地 H16 耐３ 15 維持保全 15

第三 駅前団地さかえ H21～22 耐５ 新　設 20 20

建替事業 16 28 10 10 34 10 24 44 40 200

個別改善 18 0 0 0 0 0 18

用途廃止 69 36 14 12 16 28 41 28 175

管理戸数 1,846 1,838 1,834 1,832 1,850 1,832 1,856 1,815 1,859 1,871 1,871 1,871

管理戸数 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283

管理戸数 2,129 2,121 2,117 2,115 2,133 2,115 2,139 2,098 2,142 2,154 2,154 2,154

江部乙

西

東

東町団地 S37・38

建替事業

管理
戸数

簡平
耐５

76

建設
年度

構造

S35～H19

事
業
主
体

小学
校区

江陵団地

団地名

第二

第三

簡平 33

(上段：　　　　建設戸数、下段：　　　　用途廃止戸数、上段：　　　個別改善戸数）

活用手法

計画期間
21－30

管理
戸数

計　　画　　期　　間

年度別対象戸数（戸）
現況

80

東栄

2,182管理戸数　計

道営　計

1,899

283

市営　計

縁町団地 S38・39

泉町団地 S31～37 簡平 58

建替事業

建替事業

72

84
簡平
簡二

40建替事業

96


